
後期高齢者医療特別会計

合　　計

収入
支出

水道事業会計

西都児湯情報公開・個人情報保護審査会特別会計

28億5,152万2千円
14億3,342万9千円
3億4,527万5千円 1,255万4千円

6億118万5千円

3億5,782万9千円
17万5千円

756万円

20万1千円 △2万6千円
129億2,463万7千円

4億9,710万4千円

△0.8%
△5.8%

2.6%
3.6%

△3.6%
△12.9%

介護保険特別会計

差　　引 伸 率会　計　名 平成２８年度 平成27年度

一般会計
国民健康保険特別会計

82億6,760万1千円
28億2,822万円

14億7,081万2千円

△5億810万8千円
△2,330万2千円

3,738万3千円

87億7,570万9千円

1.5%
△8.4%△5,525万9千円

134億613万6千円

4億8,954万4千円
6億5,644万4千円

△4億8,149万9千円

民生費 

2,866百万円 

（34.7%） 

総務費 

1,302百万円 

（15.7%） 

教育費 

1,013百万円 

（12.3%） 

土木費 

703百万円 

（8.5%） 

衛生費 

695百万円 

（8.4%） 

公債費 

606百万円 

（7.3%） 

農林水産業費 

496百万円 

（6.0%） 

消防費 

390百万円 

（4.7%） 

その他 

197百万円

（2.4%） 

町  税 

1,383百万円 

（16.7%） 

繰入金 

655百万円 

（7.9%） 

その他 

177百万円 

（2.1%） 

国庫支出金 

1,743百万円

（21.1%） 

地方交付税 

2,050百万円 

（24.8%） 

町債 

 515百万円 

（6.2%） 

県支出金 

 792百万円 

（9.6%） 

使用料手数料 

132百万円 

（1.6%） 

諸収入 

90百万円 

（1.1%） 

平 成 ２８ 年 度 一 般 会 計 予 算 
 

 

歳 入 歳 出 

依存財源 

5,677百万円 

（68.7％） 

自主財源 

  2,591百万円 

（31.3％） 

性質別にみた歳出予算 

義務的経費 44.9％ 

37億1千万円 
投資的経費 16.1％ 

13億3千6百万円 

その他行政経費 39.0％ 

32億2千2百万円 

会計別予算の状況 

分担金負担金 

154百万円 

（1.9%） 

国有提供施

設交付金 

160百万円 

（1.9%） 

交付金等 

417百万円 

（5.1%） 

人件費 扶助費 公債費 普通建設事業費 災害復旧事業費 補助費等 物件費 その他 

11億6千2百万円 

(14.1%) 
 

 

19億4千2百万円 

(23.5%) 

 
 

 

6億6百万円 

(7.3%) 
 

 

13億3千2百万円 

(16.1%) 
 

4百万円 

(0%) 
 

 

11億3百万円 

(13.4%) 
 

 

12億2千5百万円 

(14.8%) 
 

8億9千4百万円 

(10.8%) 
 



○暮らし・環境 （単位：千円）

事業名 予算額 内容

新富町定住促進事業 48,000 新富町内に住宅を新築等により居住する方への建築費用の一部助成

コミュニティバス運営事業 6,052 コミュニティバスの運営経費

カーブミラー設置事業 1,654 交通安全対策に伴うカーブミラー設置

ＩＣＴ利活用事業 572 議会中継を行うためのネットワークカメラ等を整備

有線ラジオ放送施設整備事業 19,639 有線ラジオ放送施設の新設等工事及び備品購入

浄化槽設置整備事業補助金
（単独処理浄化槽撤去含む）

28,026
個人が行う合併浄化槽設置に対する助成及び併せて行う単独処理浄化槽
の撤去費用への助成

生ごみ処理容器助成
（コンポスト）

90 ごみ減量化の為の、コンポスト導入者への助成

ごみ収集車整備事業 8,256 ごみ収集車の更新

町道・排水路改良事業 435,328 道路改良、改修及び排水路整備に要する経費

生活道路舗装補修事業（生コン
クリート支給含む）

7,587
一定条件を満たす生活道路の舗装補修及び生活道路整備に必要な生コ
ンクリート・ＭＫ側溝支給及び重機借り上げ

急傾斜地崩壊対策事業負担金 2,000 県が行う大和地区急傾斜地崩壊対策事業に伴う負担金

町営住宅屋根・外壁・ベランダ
手摺等改修事業

91,916
新前原団地の外壁・給水方式等の改修及び栗野田団地B棟の外壁・階段
室等の改修工事

木造住宅耐震診断・改修事業 1,970 木造住宅耐震診断委託料及び耐震設計、耐震改修への助成

町営住宅空調機器機能復旧事
業

5,840 町営住宅の空調機器機能復旧工事

政策空家撤去工事 5,249 成法寺住宅２棟、天井丸住宅１棟、新麓住宅１棟の撤去工事

災害備蓄品更新 3,500 災害時備蓄品（アルファ化米、保存用パン等）の更新

防災士資格試験受験料 160 防災士資格試験の受験料の助成

避難タワー建設事業 97,400 津波避難タワー建設に伴う設計業務外委託及び建設工事

防犯灯設置事業 6,293 防犯灯の設置及び取替工事

消防機械倉庫建設事業 8,270 消防団第3部の機械倉庫建設に伴う地質調査、測量設計及び用地購入費

消防自動車整備事業 27,048 小型ポンプ車２台（第１部、第１６部）、積載車１台（第５部）導入

自主防災組織防災資機材整備 7,632 自主防災組織への防災資機材整備

地区集会所大規模改修事業 41,514 地区集会所への太陽光発電設備設置及び空調機器取替工事

○健康・福祉

事業名 予算額 内容

臨時福祉給付金給付事業 93,092 臨時福祉給付金の給付に要する経費

福祉学習等供用施設活用事業 8,071 旧中央公民館を、福祉学習等供用施設として福祉事業へ活用

「元気に、安全で、安心して暮らせる豊かな新富町」
平成２８年度　当初予算の主な事業



○健康・福祉
事業名 予算額 内容

子ども・子育て支援事業 84,117

延長保育促進事業
放課後児童クラブ利用負担軽減事業
病後児保育事業
放課後児童健全育成事業
放課後児童クラブ支援事業
一時預かり事業
地域子育て支援拠点事業
実費徴収に係る補足給付事業
養育支援事業

乳幼児、児童生徒及び高校生
等医療費助成

84,776 乳幼児、児童生徒及び高校生等の医療費助成に伴う経費

子どものための教育・保育給付
事業

812,688
私立保育園施設型給付、幼稚園施設型給付及び認定こども園施設型給付
に伴う経費

障害児保育事業補助金 7,800 障がい児支援職員加配に伴う補助

多子世帯保育料助成事業 9,090 多子世帯における、保育料及び入園料助成

精神保健事業 405 自殺対策啓発に要する経費

高齢者ソフト食及び食育事業 890 高齢者ソフト食普及推進及び食育のための講師謝金及び料理講習材料外

こんにちは赤ちゃん訪問事業 1,054 生後４か月までの赤ちゃんを訪問し子育て支援を行う

予防接種（個別）委託及び任意
予防接種助成

59,695
ロタ、流行性耳下腺炎、Ｂ型肝炎の任意予防接種及び高齢者肺炎球菌・
（高齢者）インフルエンザを含む定期予防接種の助成

○教育・文化・人づくり
事業名 予算額 内容

学力・授業力向上推進事業 300 児童生徒の学力及び教諭の授業力向上のためリーダーとなる人材を育成

学力向上支援事業 17,987 小、中学生の学力向上支援のための助成教員の報酬

教材備品購入 1,823 小学校の理科設備及び算数設備備品整備

上新田小学校建設事業 373,208 上新田小学校建設に伴う監理業務外委託及び校舎建設工事外

読書環境整備事業 13,009 図書館蔵書購入及び読書に親しむ機会の提供

図書館運営事業 27,104 複合施設の図書館における運営経費等

小中学校パソコン環境再構築
事業委託

82,770 小中学校パソコン教室のパソコン及び接続環境の再構築

○産業・経済
事業名 予算額 内容

しんとみ創生推進事業交付金 2,000
「農業と観光」、「産業と観光」、「地域住民と観光客」など、様々な地域資源
や産業と観光を掛け合わせ、マッチングし、相乗効果を創り出す事業

地域おこし協力隊事業 7,336
都市圏在住者を活用しまちづくり活動の展開及び移住者の受け入れによ
る定住人口増加推進

機構集積支援事業 3,349
農地の利用に関する調整や、農地台帳の整備、農地の有効利用を図るた
めの活動への助成

農地中間管理事業 4,817
農地集積の為の貸し手と受け手の調整や担い手の規模拡大へ情報提供
や賃貸借等のあっせん等を行う事業

青年就農給付金 5,400 農業後継者・新規就農者の確保及び就農意欲の増進を図るための助成

そば製麺機更新事業補助金 317 そば部会のそば製麺機更新事業への助成

認定農業者等（担い手）育成事
業補助金

525
担い手の育成、支援及び農業経営の確立を目的とし先進農家との交流や
講演会等の開催経費の助成

しんとみアグリブランド創生事業
補助金

1,965
農畜産物及び加工品等を広く県外にアピールするとともに新富町の魅力を
発信するための助成



○産業・経済
事業名 予算額 内容

そば種子確保緊急対策事業補
助金

260 そば作付面積拡大のための、種子更新に伴う経費への助成

乳用雌牛増頭対策事業補助金 648 雌牛判別精液購入事業への助成

肉用牛増頭対策事業補助金 3,000
郡品評会一等以上・県内外の優良雌牛導入・自家保留牛への助成及び新
規就農者枠を拡充

肥育素牛導入対策事業補助金 2,880 町内で生産された肉用牛肥育素牛導入者への助成

家畜伝染病防疫対策事業補助
金

3,522 家畜伝染病防疫対策のための畜産及び養鶏農家への消毒薬の配付

乳用雌子牛増頭対策事業補助
金

1,890 乳用雌子牛の自家保留への助成

畜産競争力強化対策整備事業
補助金

42,983
新規就農者及び規模拡大のための優良乳用後継牛確保のための牛舎
新・増築工事

県営農業農村整備調査計画事
業委託

7,300 大渕排水機場の施設更新及び改修等の調査計画委託業務

多面的機能支払交付金事業
（一ツ瀬川広域分含む）

47,062
共同活動組織が行う農地法面の草刈、水路の泥上げや農道の維持等の
活動への支援

大和地区土地改良事業 2,869
大和地区農地整備に伴う換地計画概要書作成及び現場透水試験業務委
託

農地耕作条件改善事業 92,600 農作業道舗装工事及び農地の暗渠排水整備事業

農道舗装コンクリート支給事業 7,938 農道整備に必要な生コンクリートの支給及び重機借り上げ

柳瀬ドリーム多面的機能支払交
付金事業

2,624
柳瀬ドリームが行う農地法面の草刈、水路の泥上げや農道の維持等の活
動への支援（西都市受託分含む）

松くい虫防除関連事業 6,243
富田浜の松くい虫被害が大きい松林の木伐倒駆除及び樹幹注入業務、特
別防除

新富町商工業振興補助金 4,400
商工業者が行う販促活動及び個店の魅力を創出する活動等の経費及び
経営改善や資質の向上、人材育成を図るための研修等に要する経費への

オールしんとみ創生アピール事
業補助金

2,250
全ての産業、地域、住民が連携して新富町をＰＲし、さらには、商工業育成
及び地域活性化を推進する

新富町観光協会補助金 1,938 新富町観光協会への助成

ふるさと納税推進事業補助金 27,345 ふるさと納税に伴う事務及び特典充実等に要する経費の助成

●社会保障財源化分の地方消費税交付金が充当される経費 （単位：千円）

事　業　名

812,688

国県支出金 460,322

その他特財 130,365

社会保障財源化分
地方消費税交付金

110,000

一般財源等 112,001

84,117

国県支出金 51,812

その他特財 0

社会保障財源化分
地方消費税交付金

20,000

一般財源等 12,305

内　　容

私立保育園施設型給付、幼稚園施設型給付
及び認定こども園施設型給付に伴う経費

延長保育促進事業、放課後児童健全育成事
業、放課後児童クラブ利用負担軽減事業等の
子育て支援事業

※引き上げ分の地方消費税収（1億3千万円）については、「消費税法第１条第２項」に規定する経費その他社会保障施
策（社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう）に要する経費に充てるものとされております。

予算額

事業費

事業費

財
　
　
源

財
　
　
源

子どものための教育・保育給付事業

子ども・子育て支援事業



平成２８年度　６月補正予算の主な事業

●暮らし・環 境 （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

農村地域防災減災調査計画事業 16,500 農道橋の耐震調査の実施

消防機械倉庫撤去工事 4,223 消防団第２部及び第１２部の旧機械倉庫撤去工事

消火栓設置工事負担金 2,808
道路改良に伴う消火栓移設及び消火栓新設に伴う負担
金

木造住宅耐震診断事業 270 木造住宅耐震診断費用の一部助成

●健康・福祉 （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

放課後児童クラブ環境改善整備推
進事業補助金

2,000 放課後児童クラブのパソコン機器等購入に係る助成

保育所等における業務効率化推進
事業補助金

4,000 保育園のパソコン機器等購入に係る助成

●教育・文化・人づくり （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

東九州神楽人の祭典特別公開事業
補助金

510
新田神楽保存会の九州国立博物館イベント出演への助
成

●産業・経済 （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

肉用牛生産基盤強化対策事業補助
金

232 コントラクターの飼料作物 収穫作業面積拡大に伴う助成

西都・児湯観光活性化大作戦事業
補助金

1,597
西都・児湯の地域間で連携を図り、観光の活性化を目指
す

　　　　　「元気に、安全で、安心して暮せる豊かな新富町」

1



平成２８年度　９月補正予算の主な事業

●暮らし・環 境 （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

消防団安全装備備品整備等助成事
業

280 消防団の装備品である防火服の購入

消防機庫倉庫造成工事 295 消防団第３部の消防機械倉庫建設に伴う用地盛土工事

消火栓設置工事負担金 1,500
道路改良に伴う消火栓移設及び消火栓新設に伴う負担
金

木造住宅耐震診断事業 270 木造住宅耐震診断費用の一部助成

●健康・福祉 （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

西都児湯医療センター助成金 5,848 夜間急病センター運営に伴う新富町負担分

●教育・文化・人づくり （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

学校図書支援員の配置 1,200 学校図書室の読書環境充実のため図書支援員を配置

三納代コミュニティ広場管理経費 429 三納代コミュニティー広場の維持管理経費

●産業・経済 （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

ふるさと納税推進事業補助金 19,300
ふるさと納税に伴う地元特産品等の返礼品に要する経費
の助成

畜産・酪農収益力強化整備等特別
対策事業補助金

42,950 収益力強化等に必要な施設整備への支援

酪農競争力強化対策事業補助金 560
酪農経営体の収益力向上を図るため受精卵及び優良乳
用牛導入への助成

新田西地区相続人調査業務委託 1,300 新田西地区相続人調査に関する業務委託

農地耕作条件改善事業補助金 1,095 農地の暗渠排水整備事業

　　　　　「元気に、安全で、安心して暮せる豊かな新富町」
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平成２８年度１２月補正予算の主な事業

●暮らし・環 境 （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

単独処理浄化槽撤去費補助金 450
個人が行う合併浄化槽設置に併せて行う単独処理浄化
槽の撤去費用への助成

道路改良事業 31,932

富田町～上城元線道路改良事業
平田～栗野田線道路改良事業
永牟田線道路改良事業
上今町～高畑線道路改良事業
中村～竹渕線道路改良事業
川床～祇園原線道路改良事業
楠～西畦原線道路改良事業

しんこうじ団地駐車場整備事業 2,400 しんこうじ団地の駐車場拡幅工事

●健康・福祉 （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

放課後児童クラブ環境改善整備推
進事業補助金

1,500 放課後児童クラブのパソコン機器等購入に係る助成

保育所等における業務効率化推進
事業補助金

4,000 保育園のパソコン機器等購入に係る助成

●教育・文化・人づくり （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

高鍋高校ラグビー部全国大会出場
補助金

100 高鍋高校ラグビー部全国大会出場補助金

●産業・経済 （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

しんとみライチ産地化支援事業補助
金

504 ライチの産地化を図るため苗購入への助成

肉用牛増頭対策事業補助金 1,800 一等賞以上の優良雌牛導入（自家保留含）への助成

畜産・酪農収益力強化整備等特別
対策事業補助金

17,570 収益力強化等に必要な施設整備への支援

ふるさと納税推進事業補助金 129,355
ふるさと納税に伴う事務及び返礼品等に要する経費の助
成

　　　　　「元気に、安全で、安心して暮せる豊かな新富町」

問合せ：総務財政課 

（担当）中原・長友 ☎33-6011 
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